
▼4/9　先行
今月の先行予約公演

会員のための公演情報紙
ティアラペーパー

NEW

03-5624-3333☎

先行
土4/9
友の会先行予約
10：00～ 電話予約開始

新発売公演
10：00～ 電話予約開始

●先行予約日は以下の4館で受付いたします。

●友の会先行予約日と新発売日は13：00まで電話予
約のみとなります。

●先行予約の予定枚数が終了となる場合があります。
●ティアラ友の会会員割引とその他の割引の併用は
できません。
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P A P E R

友の会／S席5,400円、A席3,600円　一般／S席6,000円、A席4,000円全席指定

土

新発売
日4/10

03-3536-5061☎
豊洲文化センター

03-5626-2121☎
亀戸文化センター

03-3644-8111☎
江東区文化センター

土

7

17：00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／4,320円　一般／4,800円全席指定

亀渕友香＆VOJA
VOJA FESTIVAL 201623

　BIG MAMA YUKAと呼ばれる日本のゴスペルシン
ガーの第一人者、亀渕友香を中心に1993年に結成さ
れたゴスペルを主とするクワイヤー「VOJA」による、パ
ワフルかつソウルフルなコンサート。

　笑顔をテーマに続けていますスマイルコンサートも、おかげ
さまで9回目となります。目指せ10回！今年も笑顔になれる時
間になりますように…

ウィリアム・シェイクスピア　
夏の夜の夢木～月・祝

7
14～18

14日・15日19:00、16日・17日・18日13:00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

25
土

15：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール

6

全席指定

ブルーモーメント〈BLUE MOMENT〉 
～宝塚との出逢い～

友の会／3,600円　一般／4,000円　※当日各500円増

構成・演出：月城奈美
出演：夢輝のあ、鳴海じゅん、羽純るい、梅園紗千
曲目（予定）：愛あればこそ、小雨降る径、夜のタンゴ、ベサメムーチョ、
アマポーラ　ほか

　宝塚歌劇団OGによる、宝塚の名曲からジャズ、ラテン、シャンソンなど。
耳馴染みのある名曲を華麗なレビューショー仕立てでお楽しみください。

先行
土4/9

　今年はシェイクスピア歿後400年にあたります。当時は女性
役も少年が演じるなど全配役を男優のみで演じる「オールメー
ル」様式での上演だったようです。この度の上演も、それにならっ
て男優のみ、しかも大所帯のキャストで上演いたします。様々な
恋物語が交錯するラブコメディで、祝祭性もありますので、一夜
の祭りをキャスト一同が巻起し、気がつけば観客も参加していた、
といった楽しい作品創りを目指します。ぜひご期待ください。

出演：FUMIKA（ヴォーカル）、佐久間和（ギター）、山本琢（ピアノ）、
加藤人（ベース）、薗田勉慶（トロンボーン）

曲目：スマイルは合言葉、笑顔でいよう、Fly Me To The Moon、
Love　ほか

日

7

15：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
友の会／3,150円　一般／3,500円　※小学生以上対象の内容となります。全席指定

童謡唱歌コンサート Part.3
～眞理ヨシコと音楽仲間たち～3

　ティアラこうとうが主催するジュニアバレエ
教室のこども達による公演です。今年は8つの
ヴァリエーションからなる「ブリリアント・プロロ
ーグ」と古典バレエの名作「コッペリア（全幕）」
をお届けします。ご家族そろってお楽しみくだ
さい。

全席指定

ティアラこうとう・ジュニアバレエ団
第11回発表会 
バレエ・コンサート

15：00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／1,800円　一般／2,000円

プログラム：第一部　ブリリアント・プロローグ2016、
第二部　コッペリア（全幕）※音楽は録音したものを使用します。
ゲスト：春野雅彦、内村和真、福田建太、佐世義寛、
濱本泰然（東京シティ・バレエ団）　
構成・演出・振付：石井清子
指導：安達悦子、堀田麻子、高木糸子、志賀育恵、
上山千奈、友利知可子、坂本麻実

演出：倉本朋幸　
出演：山本一慶、章平、伊崎龍次郎、康喜弼　ほか

ティアラこうとうチケットサービス

55
歳以上対象

先行
土4/9

先行
土4/9

66
歳以上対象

13
金

19：00開演　豊洲文化センター　シビックセンターホール

5

全席指定

mayo Piano Concert JAPAN TOUR 2016
～always love you～

友の会／4,500円　一般／5,000円

　ピアニストmayoとしてのデビューアルバム「always love you」を引っ提げて
の東京公演を豊洲で開催。ファツィオリで奏でる新たな岡本真夜の世界をご堪能
ください。

　ティアラこうとう6年ぶりの再演。世界中で愛され続けるクラシックバレエの
最高傑作「白鳥の湖」。白鳥たちと王子の愛が起こす奇跡のクライマックス。

先行
土4/9

66
歳以上対象

66
歳以上対象

新発売
日4/10

先行
土4/9

先行
土4/9

66
歳以上対象

眞理ヨシコ眞理ヨシコ眞理ヨシコ

撮影：鹿摩隆司撮影：鹿摩隆司撮影：鹿摩隆司

田中完（朗読）田中完（朗読）田中完（朗読） 嶋津健一（ピアノ）嶋津健一（ピアノ）嶋津健一（ピアノ）

竹本越孝（語り）竹本越孝（語り）竹本越孝（語り） 鶴澤寛也（義太夫三味線）鶴澤寛也（義太夫三味線）鶴澤寛也（義太夫三味線）

坂下忠弘坂下忠弘坂下忠弘

山本一慶 章平

芸術監督：安達悦子　音楽：P.I.チャイコフスキー
演出・振付：石田種生（プティパ、イワノフ版による）　再演演出：金井利久
指揮：井田勝大　演奏：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
出演：オデット・オディール／志賀育恵（９日）、中森理恵（１０日）
　　　ジークフリード王子／黄凱（９日）、キム・セジョン（１０日）

出演：mayo（岡本真夜）piano、伊藤ハルトシ cello

9

10
土

日

9日17:00、10日15:00開演　ティアラこうとう　大ホール

7

全席指定

東京シティ・バレエ団　
「白鳥の湖」全4幕　～大いなる愛の讃歌～

友の会／SS席6,300円、S席5,400円、A席4,500円、B席2,700円　
一　般／SS席7,000円、S席6,000円、A席5,000円、B席3,000円　
※江東区民割：一般料金から各200円引

出演：眞理ヨシコ（歌）、篠崎仁美（ピアノ）　ゲスト：坂下忠弘（歌）
曲目（予定）：美しい日本語・みんなのうた、御伽歌劇「創作・竹取物語」、みんなで唱おう　ほか

水

7

19：00開演　ティアラこうとう　小ホール
友の会／3,600円　一般／4,000円全席指定

ティアラ JAZZ LIVE 2016
FUMIKA　スマイルコンサート 
Parｔ.9 ～笑顔が一番！～

6

66
歳以上対象

66
歳以上対象

金

5

18：30開演　深川江戸資料館　小劇場
友の会／1,800円　一般／2,000円　※当日各500円増全席自由

6

44
歳以上対象

水・祝

5
4

　深川の人形作家、石塚公昭が映し出した江戸川乱歩と泉鏡
花。その怪しくも妖しい世界を朗読と義太夫で味わっていただ
きます。どうぞお楽しみください。

　童謡、唱歌、世界の優れたこどもの名曲は、時を経ても、それぞれの世代
の心の中に刻まれています。それら名曲の数々を長年にわたって、歌い継い
でいる「眞理ヨシコ」が皆様に贈るコンサートです。ゲストに、オペラ等でも
活躍している若手バリトン歌手の坂下忠弘氏を迎え、童謡唱歌、映画音楽、
世界の歌曲のほか、毎回ご好評を頂いている御伽歌劇など、２人の幅広いレ
パートリーの中から素敵な歌をお届けします、ご期待ください。

第１部　江戸川乱歩作「屋根裏の散歩者」、「白昼夜」、「人間椅子」
出演：田中完（朗読）、嶋津健一（ピアノ）
第２部　泉鏡花作「貝の穴に河童の居る事」　
出演：竹本越孝（語り）、鶴澤寛也（義太夫三味線）

土
木

金
土
日
土 日

5/13
6/25
7/3

7/23
月・祝

mayo Piano Concert JAPAN TOUR 2016
ブルーモーメント ～宝塚との出逢い～
童謡唱歌コンサート Part.3 ～眞理ヨシコと音楽仲間たち～

亀渕友香＆VOJA VOJA FESTIVAL 2016

特別展「深川の人形作家　石塚公昭の世界」関連イベント
朗読、音楽、スライドで味わう　乱歩と鏡花

7/9
7/14 ～18

・10 東京シティ･バレエ団「白鳥の湖」全4幕
ウィリアム・シェイクスピア 夏の夜の夢

新発売
日4/10

昨年の発表会より（撮影：鹿摩隆司）昨年の発表会より（撮影：鹿摩隆司）昨年の発表会より（撮影：鹿摩隆司）

伊崎龍次郎



新発売
日4/10

新発売
日4/10

新発売
日4/10

新発売
日4/10

新発売
日4/10

新発売
日4/10

新発売
日4/10

新発売
日4/10

17日19:00、18日17:00、19日15:00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席指定 友の会／3,600円　一般／4,000円　学生（小中高）3,000円　※当日各500円増

富田和明太鼓芸能生活39周年記念公演

和太鼓トーク齊富2016

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

66
歳以上対象

6
17
金

18
土

19
日

　鼓童の齊藤栄一と打組の富田和
明が、あなたに贈る。こんなに熱く
て大真面目でへんちくりんな笑い
溢れる二人太鼓舞台は他にありま
せん。4年振りに、3日間限定で再公
演決定！
　伝説の2003年初ライブ以来、
’０9・’12年に続き、四度目の開催と
なる。今回は何が飛び出すのか？あ
なたを不思議な太鼓世界へと導く
コンサート。どうぞお見逃しなく！

　日本歌曲からは山田耕筰の
童謡や戦後再び芸術への情熱
を燃やして作った作品を。ドイツ
リートからはシューマンが自身
の結婚式前日に花嫁に贈った歌
曲などを。オペラアリアからは
プッチーニの曲をヴァイオリン
と共に演奏します。

出演：富田和明（打組）、齊藤栄一（鼓童）

18：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／1階席5,400円、2階席4,500円　

一般／1階席6,000円、2階席5,000円

佳山明生44thコンサート
7

6
水

出演：佳山明生
ゲスト：マジッシャン一文字、星星、
瀬尾ひろ菜
スペシャルゲスト：斉藤功（ギター）
司会：中尾美穂
曲目：氷雨、通い雨、男の水割り、わ
すれ傘、弾き語り、思惑、わがまま、
片割れ月、泣きながら夢を見て、こ
んな女のブルース、ひざかけ、歌一
生、想い出たずね人　ほか

曲目：詩人と農夫、ラ・クンパルシータ、オリーブの首飾り　ほか

　結成30年を迎えた江東マンドリンクラブは、江東区を拠点
に意欲的に演奏活動を続けています。優しく味わい深いマンド
リンアンサンブルの響きをお楽しみください。

ティアラマンスリーコンサートVol.186
林晶子ソプラノリサイタル

6
24
金

14：00開演　江東区文化センター　ホール
全席自由 友の会・一般／500円

江東マンドリンクラブ
第23回定期演奏会

7
2

土

　劇団かっぱ倶楽部と、NPO法人朗読の会”話輪和”が贈る、
親子で楽しめる演劇公演。乞うご期待！

19:00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由 友の会／1,800円　一般／2,000円

出演：林晶子（ソプラノ）、阿部真弓（ヴァイオリン）、齋藤初美（ピアノ）
曲目：山田耕筰／中国地方の子守唄、鐘が鳴ります、R.シューマン／「ミ
ルテの花」より献呈、くるみの木、「リーダークライス」より異郷にて、G.
プッチーニ／「トゥーランドット」より　お聞きください王子様　ほか

　落語協会副会長をつ
とめるお馴染み林家正
蔵と、今年春に真打昇
進をいたしました林家
たけ平の師弟競演です。
　たっぷり二席ずつ落
語を楽しんでいただけ
る会です。落語の面白
さを是非ともライブで
実感していただければ
と思います。

14：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 友の会／2,700円　一般／3,000円　※当日各200円増

林家正蔵・林家たけ平親子会
～祝・林家たけ平真打昇進！～

5
29
日

　ゲストにピアニスト近藤嘉宏さんをお招きし、ピアノの歴史、
奏法、性格診断など、ピアノを徹底解剖します！

出演：加羽沢美濃（作曲･ピアノ）　ゲスト：近藤嘉宏（ピアノ）
曲目（予定）：ショパン／ポロネーズ第6番変イ長調「英雄」、ノク
ターン第20番嬰ハ短調「遺作」　ほか

15：00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席指定 友の会／3,600円　一般／4,000円

ティアラ・クラシックス2016
加羽沢美濃の寺子屋クラシックス
～ピアノ徹底解剖～

6
4

土

14:０0開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 友の会／1,300円　一般／1,500円　こども（小学生以下）／500円

朗読to演劇のひととき
5

28
土

出演：林家正蔵、林家たけ平

曲目（予定）：ROSE、愛のままで…、忘れもの、あまり突然だから、
月のしづく　ほか

15：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 友の会／3,600円　一般／4,000円　※当日各500円増

陽二蓮　歌の世界vol.23「茉莉花」
余韻漂う歌声

ヤンアーレン7
2

土

　白くて、甘い香り、ジャスミン
の花をお母さんに捧げる。
　ジャスミン花の歌を始め、江南
地方の歌、蘇州評弾を唄う。
　また、中国の古筝の音色に沖
縄の民謡を初ジョイント。オリジ
ナル曲「母の月」（三木たかし作
曲）も熱唱。爽やかな音楽の中で、
ご来場の皆さんと共に過ごした
い。

出演：陽二蓮（歌）、劉錦程（揚琴）、王明君（笛）、姜小青（古筝）、
汪成（二胡）

15:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／5,850円　一般／6,500円

人生いくつになっても、いつも青春…
秋元順子バースデーコンサート

6
21
火

１4：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／3,000円　一般／4,000円　65歳以上／3,000円　

高校生以下／1,500円　江東区在住在勤／3,500円
※江東区小中学生無料招待（2階席）、小学3年生以下は保護者(有料）同伴。

ブロッサムフィルハーモニック
オーケストラ第12回定期演奏会

6
19
日

指揮：西谷 亮（音楽監督兼常任指揮者）　
ピアノ独奏：髙橋望　曲目：モーツァルト／歌劇「フィガロの結婚」
序曲、ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第5番「皇帝」、ブラームス／
交響曲第1番

25日18：０0、26日16：０0開演　深川江戸資料館　小劇場
全席自由 友の会／3,600円　一般／4,000円

第17回江東オペラハイライト　プッチーニ作曲　
歌劇「修道女アンジェリカ」・歌劇「ジャンニスキッキ」

6
25
土

26
日

　「トゥーランドット」・「蝶々夫人」の作曲家プッチーニが書い
た秀作二作品、悲劇と喜劇を一度に楽しめます。

出演：星野由香里・細沼初美・木村聡・山口邦明　ほか
ピアノ：中田桂・河合良一　
演出：土師雅人　
主催・制作：NPO法人江東オペラ

演劇：劇団かっぱ倶楽部「江戸七不思議」
朗読：NPO法人朗読の会"話輪和"「江戸時代物」
※いずれも深川江戸資料館にちなんだ演目です。

西谷亮西谷亮

劇団かっぱ倶楽部劇団かっぱ倶楽部 NPO法人朗読の会“話輪和”NPO法人朗読の会“話輪和”

陽二蓮

土師雅人 星野由香里 細沼初美 木村聡 山口邦明

髙橋望髙橋望

　三者三様の魅力で笑わせます！泣かせます！
　いつの時代も変わらぬ噺家の心意気、話芸にご期待ください。

18:30開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／3,240円　一般／3,600円

特撰落語名人会
柳家さん喬・三遊亭白鳥・春風亭一之輔

6
4

土

曲目（予定）：Love Story (映画「ある愛の詩」より)、Besame 
mucho、抑え難い欲望(ミュージカル「ダンス・オブ・ヴァンパイア」
より)、Man of La Mancha（ミュージカル「ラ・マンチャの男」よ
り）、Bui-Doi（ミュージカル「ミス・サイゴン」より）　ほか

19：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／4,950円　一般／5,500円

ミュージカル界の革命児
上原理生コンサート2016

6
24
金

さいと

三遊亭白鳥三遊亭白鳥三遊亭白鳥 春風亭一之輔春風亭一之輔春風亭一之輔柳家さん喬柳家さん喬柳家さん喬

林家正蔵林家正蔵 林家たけ平林家たけ平

66
歳以上対象

66
歳以上対象

曲目（予定）：シルヴェストロフ／ピアノ・ソナタ第2番、アルヴォ・
ペルト／アリーナのために、ドビュッシー／喜びの島、プレリュード
より「雪の上の足跡」、「ミンストレル」、C.P.E.バッハ／幻想曲 嬰ヘ
短調 Wq.67,H.300、モーツァルト／幻想曲 二短調 K.397　ほか

　ロシアンピアニズムの祖、ネイガウ
スの最後の弟子・最後の巨匠。古楽
のヴィルトゥオーゾにしてコンテンポ
ラリー音楽のスペシャリスト、リュビー
モフによる古典から現代曲まで。シル
ヴェストロフ、ペルトの熱い伝道師が、
古典を甦らせる。斬新優美なクラシッ
クの現代（いま）をお聴きください。

19：00開演　豊洲文化センター　シビックセンターホール
全席指定 友の会／5,400円　一般／6,000円　学生（小学生以上）／3,000円

FazioliピアノフォルティPresents
アレクセイ・リュビーモフピアノリサイタル
～クラシックの現代～

5
18
水

66
歳以上対象

14：00開演　江東区文化センター　ホール
全席指定 友の会／4,000円　一般／4,500円

劇団俳優座公演
「先生のオリザニン」

6
1

水

　鈴木梅太郎は結核と並ぶ日本の
二大国民病とされた脚気の特効薬
オリザニン（現在のビタミンＢ１）を発
見する。しかし、当時は脚気菌が原
因と信じられていた定説を覆す発表
に医師たちから罵倒される。その時
彼を励まし勇気づけたのは妻・須磨
子だった・・・。世界に先駆けたオリザ
ニンの発見はノーベル賞も夢では
ないと言われた。研究ひとすじの梅
太郎と妻・須磨子の人間ドラマ。

出演：加藤剛、加藤頼、有馬理恵　ほか
加藤剛加藤頼

しあわせ

しんしん

加羽沢美濃加羽沢美濃 近藤嘉宏近藤嘉宏近藤嘉宏

エルネスト
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新発売
日4/10

新発売
日4/10落語公演情報

11:00、13：30
15：30
開演

新発売
日4/10

ティアラこうとう　小ホール　全席指定　友の会 3,600円／一般 4,000円
出演：神谷満実子（ソプラノ）、鳥井俊之（ピアノ）、青木研（バンジョー）、白石幸司（クラリネット＆サックス）　
スペシャルゲスト：島田歌穂（女優・歌手）＆島健（ピアニスト／作・編曲家）

チケット取扱施設
ティアラこうとうチケットサービス ☎03-5624-3333
古石場文化センター ☎03-5620-0224
東大島文化センター ☎03-3681-6331
砂町文化センター ☎03-3640-1751
江東区文化センター ☎03-3644-8111
豊洲文化センター ☎03-3536-5061
亀戸文化センター ☎03-5626-2121
総合区民センター ☎03-3637-2261
深川江戸資料館 ☎03-3630-8625

月

第
1・3
　  

休
館

月

第
2・4
　  

休
館

数字がご入場いただけるお子様の年齢です。
（例）6歳以上のお子様よりご覧いただけます。66

歳以上対象

託児サービスあり
お申込みの際は、最初に会場名（ティアラこうとう）をお伝えください。
公演1週間前までにお申し込みください。　先着順、就学前児対象。受付時間　平日10：00～17：00

総合保育サービスのHAS　☎ 0120-834-988マーク
説明

（株）マザーズ　☎ 0120-788-222託児サービスあり
公演1週間前までにお申し込みください。先着順、就学前児対象。

チケットのご予約について

ザイ） コウトウ ク ブン カ コ ミ ニ テ ザイダンィュ
振込先：みずほ銀行東陽町支店 （普通） 8019809

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団

お電話（チケット取扱施設へお電話ください）

チケット取扱施設　9:00～21:00（休館日を除く。深川江戸資料館は17:00まで）
※先行日・新発売日は10:00からとなります。

インターネット　24時間受付
※新発売の公演については、一般発売の翌日0:00から受付開始いたします。

インターネット
（PC） http://www.kcf.or.jp/ticket_goannai.html
（携帯） http://www.kcf.or.jp/keitai 

ご予約

取扱時間

お引取り・お支払い
（お支払いはご予約から1週間以内です）

※インターネット予約で友の会割引を適用するには会員番号とパスワードが必要です。
　登録は入会申込時またはティアラこうとうチケットサービスまで。

窓口（チケット取扱施設へご来館ください）
現金・クレジットカード・銀行振込（事前振込）でお支払いできます。

郵送（入金確認後、チケットを発送いたします）
銀行振込・クレジットカードでお支払いできます。 
※クレジットカードはインターネットでの予約・決済のみとなります。
※郵送希望の場合、別途郵送手数料がかかります。（口座振替会員は無料）

割引を適用する場合は、対象であることを確認できる身分証明書をご持参ください。
携帯URL

テ
ィ
ア
ラ
こ
う
と
う 

公
演

森下文化センターは改修工事のため、2016年8月1日（月）まで休館します。

豊洲文化センター　シビックセンターホール　全席指定　友の会 3,600円／一般 4,000円／学生 2,500円※当日一律4,500円
1975年のショパン国際ピアノ・コンクールでクリスチャン・ツィメルマンと1位、2位を分けたディーナ・ヨッフェが、
待望のコンサートを開催します。　
曲目（予定）：スクリャービン／ 24の前奏曲Op.11、ショパン／ 24の前奏曲Op.28 

FazioliピアノフォルティPresents Dina Joffe（ディ－ナ・ヨッフェ）ピアノリサイタル 66
歳以上対象

江東区文化センター　ホール　全席自由　友の会 2,800円／一般 3,000円
※当日各500円増。友の会会員の小学生以下は入場無料。（要事前申込み）
構成・演出・振付：ウメダヒサコ　出演：ウメダヒサコジャズダンスミックスファクトリー、深川富岡八幡葵太鼓、
ＮＡ２スタジオ、江東区文化センター講座「ジュニア・ダンスミックス」

ウメダヒサコ ジャズダンスミックスファクトリー 深川レビュウＶｏｌ．22

総合区民センター　レクホール　全席自由　友の会 900円／一般 1,000円
こども（３歳～小学生） 500円※ひざ上鑑賞に限り、満2歳までのお子様は無料です。
赤ちゃんからおとなまで、みんなが一緒に楽しめるコンサートです。ご家族でぜひご来場ください。　出演：竹添みどり（ヴァイオリン）、
村原実穂子（ヴァイオリン）、明和史佳（ピアノ）　曲目（予定）：ドヴォルザーク／ユモレスク、ヘンデル／オンブラマイフ、ラテン音楽　ほか 

～0歳からシニアまで楽しめる～ Trio Veil ファミリーコンサート

残席わずか

17日完売、16日残席わずか

66
歳以上対象

ティアラこうとう　大会議室　全席自由　友の会 1,350円／一般 1,500円／こども（0歳～小学
生まで） 500円※ひざ上鑑賞に限り、満2歳までのお子様は無料です。
出演：池羽由（歌のお姉さん）、大家一将（パーカッション）、月野佳奈（ピアノ）　
曲目：「朝だ　おはよう♪」、「お菓子、だーいすき♪」、「道化師のギャロップ」　ほか

０歳から入場OK！ こどもオペラ番外編 「ゆうちゃんのクッキング・エブリディ」

ティアラこうとう　小ホール　全席自由　友の会 2,250円／一般 2,500円※当日一律3,000円
フルートとハープを巡る様々な作曲家の「風の対話」を聴きにいらっしゃいませんか。　出演：木村麻衣子（フル
ート）、御法川雄矢（ヴィオラ）、平島さより（ハープ）　曲目：J.S.バッハ／フルートソナタ ト短調BWV1020、ド
ビュッシー／フルート・ヴィオラ・ハープのためのソナタ、武満徹／そして、それが風であることを知った　ほか

ティアラマンスリーコンサートVol.184 風の対話―フルート・ヴィオラ・ハープによる 44
歳以上対象

ティアラこうとう　大会議室　全席自由　友の会 1,300円／一般 1,500円
表現豊かなコンテンポラリーダンスを一緒に楽しみましょう。※トークあり
出演：真島恵理バレエスタジオ生徒　ゲスト：水島渓(ウメダヒサコ　ジャズダンスミックスファクトリー）、塙睦
美（石井清子バレエ研究所）、熊谷拓明（踊る『熊谷拓明』カンパニー）

ダンス・エマージ Kotos VOL.3

66
歳以上対象Viva la Musica 2016 神谷満実子 Spring Concert Part.9 sing sang sung

66
歳以上対象

ティアラこうとう　小ホール　全席指定　友の会 3,600円／一般 4,000円
時にやさしく…時にはげしく… 2本のクラリネットがハモったり、からんだり、鉄壁なリズム陣をバックにフレッシュなサ
ウンドをお届けする大人のJAZZ NIGHT。　出演：後藤雅広（クラリネット）、白石幸司（クラリネット）、楠堂浩巳（ド
ラム）、小林真人（ベース）、後藤千香（ピアノ）　曲目（予定）：すてきなあなた、ハイソサエティ、ムーンリバー　ほか

ティアラ JAZZ LIVE 2016 後藤雅広・白石幸司 スインギン・クラリネット・デュオ Part.19

44
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席自由　友の会・一般 500円
ショパンやリストなど、ピアノの名曲をお届けいたします。　
曲目（予定）：ショパン／バラード　第1番 ト短調 作品23、ノクターン 第20番 嬰ハ短調（遺作）、ドビュッシー
／月の光、ラヴェル／水の戯れ、リスト／ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調　ほか

ティアラ ワンコイン・コンサート2016 近藤嘉宏 名曲コンサート

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 3,600円／一般 4,000円
※小学生以上有料。未就学児童は大人１名につき、１名まで膝上に限り無料。ただし
座席が必要な場合はチケットをお買い求めください。
出演： H ZETT KOU（ドラム）、H ZETT NIRE（ダブルベース）、H ZETT M（ピアノ）

H ZETTRIO WONDERFUL FLIGHT TOUR 2016 ～Acoustic & Electric～ こどもの日Special

66
歳以上対象

ティアラこうとう　小ホール　全席自由　友の会 1,800円／一般 2,000円／中学生以下 1,000円
出演：佐藤妙子（ソプラノ）、田中喜代子（ソプラノ）、古市尚子(メゾ・ソプラノ)、大和千賀子(ソプラノ）、本村佳
子(ピアノ)、鈴木史子(ピアノ)、最上谷裕世(フルート)、木村麻衣子（フルート）、三浦かおり(ライアー )
曲目：アメージンググレース、G線上のアリア、猫の二重唱　ほか

ティアラマンスリーコンサートVol.185 名曲を5月のそよ風にのせて 

66
歳以上対象

ティアラこうとう　小ホール　全席指定　友の会 3,600円／一般 4,000円　※当日一律4,500円
最新のヒット曲から懐かしの名曲までカントリーの全てをお届けします。
出演：石田新太郎とシティライツ、石田美也、美月、美晴、美咲、美加
ゲスト：トミ藤山

カントリー＆ウエスタン I SAW THE LIGHT VOL.42

66
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 3,600円／一般 4,000円
おなじみの春風亭小朝とバラエティの清水ミチコという他では見られない組み合わせが実現！　前半は小朝がた
っぷりと巧みな語り口で落語を聴かせ、後半は清水ミチコがモノマネを含めた楽しいピアノの弾き語りで大爆笑
のステージを繰り広げます。

春風亭小朝・清水ミチコの大演芸会 ～落語とピアノバラエティ～

66
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 S席5,400円、A席4,500円／一般 S席6,000円、A席5,000円
出演：第1部／花岡詠二 スヰング・オールスターズ（各種コンボ）
第2部／花岡詠二 スヰング・オーケストラ（ビッグバンド）　
曲目（予定）：Sing,Sing,Sing、レッツ･ダンス、メモリーズ・オブ・ユー　ほか

Memories of Benny Goodman 第30回 花岡詠二プレゼンツ スヰング・タイム

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 2,000円／一般 2,500円／こども（3歳～小学生） 
1,000円／親子ペア（一般1枚+こども1枚） 3,000円／江東区民 2,300円
バレエ：東京シティ・バレエ団　演出・ナビゲーター：宮本益光（オペラ歌手）　振付：安達悦子（東京シティ・バレエ団　芸術監督）

0歳から入場OK! 家族で楽しめる 東京シティ・バレエ団のバレエコンサートVol.2
～バレエの名作と共におくるパパと娘の素敵な物語～

66
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席自由　友の会 3,600円／一般 4,000円
江東オペラ30回記念公演はプッチーニの最後で最高のオペラ作品。「誰も寝てはならぬ」のメロディーは誰もが一度は耳にしたは
ずです。是非この機会にグランドオペラの醍醐味をご満喫ください。出演：トゥーランドット／日隈典子・津山恵、カラフ／山田精一・
土師雅人、リュー／羽山弘子・菅原千恵　ほか　指揮：諸遊耕史　演出：土師雅人　演奏：江東オペラ管弦楽団・合唱団

第30回江東オペラ歌劇 ｢トゥーランドット｣

66
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 1日券5,400円／一般 1日券6,000円
16日は、ジャズピアニスト国府弘子との共演でおくるアコースティックコンサートを、17日は、40周年記念のコン
サートとして昨年のコンサート各会場で募集した、聴きたい曲リクエストにお応えする形でお届けします。

岩崎宏美 40周年感謝祭 FINAL 2days 

三遊亭栄楽

そ
の
他
の
施
設 

公
演

桂九雀が東京・亀戸で落語会を開催し
ています。番組は当日のお楽しみ･･･。
出演：桂九雀
ゲスト：三遊亭萬橘（4/7（木））
　　　　三遊亭天どん（5/16（月））　

料金：全席自由　
友の会／ 2,000円　一般／ 2,500円

上方落語　九雀亭
4/7（木） 19:１5開演 会場　亀戸文化センター　和室

5/16（月） 19:１5開演 会場　亀戸文化センター　和室
各施設で開催される落語会の情報です。
ぜひお近くの会場へ足をお運びください。

66
歳以上対象

66
歳以上対象RAKUGOもんすたぁず

料金：全席自由　友の会・一般1,500円（当日各300円増）　
出演：古今亭志ん陽、柳家小傳次、柳家燕弥、春風亭朝也

5/22（日） 14:00開演 会場　古石場文化センター　第1和室

66
歳以上対象寄席　都笑亭　Vol.106

料金：全席自由　友の会・一般500円
春うらら。今宵は笑って過ごしましょう！　
出演（予定）：久寿里菊之助、河内家るぱん　ほか
※チケット取扱いは豊洲文化センターのみ

4/20（水） 18:30開演 会場　豊洲文化センター　レクホール
料金：全席自由　友の会1,000円　一般1,200円　
　　　中学生以下500円（当日各300円増）
出演：三遊亭栄楽　ほか
演目：岸柳島、井戸の茶碗　ほか

第122回大島落語会
5/20（金） 19:00開演 会場　東大島文化センター　第1和室

深川江戸資料館　小劇場　全席自由　友の会 1,800円／一般 2,000円／江東区民 1,800円
日本の伝統芸能、人形浄瑠璃・文楽は、太夫と三味線による義太夫（音楽）と、人形の三業で上演されますが、本
公演では、太夫と三味線による「素浄瑠璃」の形で『傾城阿波の鳴門　十郎兵衛住家の段』を演奏します。
出演：竹本小住大夫（太夫）、鶴澤清公（三味線）

若手素浄瑠璃の会 66
歳以上対象

豊洲文化センター　シビックセンターホール　全席指定　友の会 4,500円／一般 5,000円
生涯現役。年齢を重ねますます円熟味を増す菅原洋一。「今日でお別れ」「知りたくないの」「誰もいない」など心に
残る名曲、ヒット曲の数々…!抜群の歌唱力、歌声で魅了するステージをお楽しみください！
出演：菅原洋一　ピアノ：大貫祐一郎

菅原洋一コンサート 66
歳以上対象

豊洲文化センター　レクホール　全席自由　友の会 1,800円／一般 2,000円／こども(3歳～小
学生) 1,000円　※ひざ上鑑賞に限り、満2歳までのお子様は無料です。
第一部はプロコフィエフ作曲、音楽劇「ピーターとオオカミ」。一昨年好評だった演目を新しい演出・台本により、ミュージカル仕立
てでお送りします。 第二部は誰もが知っている名曲や、ジブリ等アニメソングのほか、一緒に唄って踊れる曲をお聴かせします。

コンサート・バンビーニVol.11 東京シティ・フィルPRESENTS 音楽とダンスで贈る こどものための音楽劇「ピーターとオオカミ」

江東区文化センター中庭特設会場　指定・立見　1階指定　友の会 4,500円／一般 5,000円
シニア（60歳以上） 4,700円／ペア券 9,400円／学生 3,000円／小中学生（保護者同伴） 2,000円
※雨天時はホールで開催。（当日15:00決定）　※2階立見券1,000円は中庭開催決定時のみ当日発売。
出演（予定）：茂山千五郎、七五三、千三郎、正邦、宗彦、茂、童司、区民参加者（首引のみ）　ほか　演目：昆布売、腹不立、首引

茂山千五郎家 第17回江東狂言の会 「薪狂言」66歳以上対象

深川江戸資料館　小劇場　全席自由　友の会 1,800円／一般 2,000円　※当日各500円増
東北六県に華を咲かせるという意味の「六華亭」。一度見た人が即ファンになるという六華亭遊花の、「ほろっと」
素朴な暖かみがある東北弁落語をぜひお楽しみください。
出演：六華亭遊花、えり奈、ストロングスタイル、三遊亭遊松

東北弁落語 六華亭遊花の会 第１回魅知国（みちのく）東京寄席 66
歳以上対象

総合区民センター　レクホール　全席自由　友の会 900円／一般 1,000円／こども（０歳～小学
生） 500円　※シート席あり。ベビーカー置き場、おむつ替え・授乳コーナーあり。
ニューヨーク在住のピアニストによる平日昼間の本格ジャズコンサート。こどもから大人まで全ての世代に贈ります。
出演：クニ三上（ピアノ）、池田聡（ベース）、橋本学（ドラムス）　曲目（予定）：シングシングシング、アナと雪の女王、モーツァルトの子守歌　ほか

0才からのジャズコンサート ～Kuni Mikami from New York～ 

エイチ・ゼットリオ

66
歳以上対象

ティアラこうとう　大ホール　全席指定　友の会 SS席5,850円、S席4,950円／一般 SS席6,500円、S席5,500円
「ご当地ソングの女王」水森かおりの歌で日本を一緒に旅しよう！
曲目（予定）：鳥取砂丘、松島紀行、島根恋旅、大和路の恋　ほか

水森かおりコンサート ～歌謡紀行～

こぶうり はらたてず くびびき

残席わずか

4面
メッセージ
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66
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ミミヨリ情報

C IN EM AC IN EM A

アーティストグッズプレゼント

計6名様

〒135-0002　東京都江東区住吉2-28-36
江東公会堂管理事務所（ティアラこうとう内）
代表 ☎03-3635-5500　℻.03-3635-5547

ティアラこうとうホームページ

デザイン　有限会社サムネク

http://www.kcf.or.jp

http://www.kcf.or.jp/tiara

心にうるおい、地域ににぎわい。

応
募
方
法

江東区は、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、東京シティ・バレエ団と芸術提携を結び、
音楽・舞踊を通じて区における芸術文化の振興や普及、区民の自主的な創造的文化活動の育成・発展に寄与するため、共に協力しています。

★今月号は「ティアラのすむまち」をお休みさせていただきます。

5/12 木
東京シティ･フィル 公開リハーサル

11：００～12：０0（予定）　ティアラこうとう　大ホール
全席自由　入場無料　※未就学児入場不可
※ティアラ友の会会員及び江東区内在住･在勤･在学の方（400名申込順）

　東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団演奏
会のリハーサルを公開します。今回は常任指揮者
2年目のシーズンに並々ならぬ意欲で臨む、高関
健の指揮による演奏会の直前リハーサルです。ク
ラシックの名曲が作られていく過程を、どうぞお
楽しみください。
申込み：ティアラこうとうチケットサービス
（4/1（金）10：00から受付）　電話03-5624-3333

5/1 日

舞踊作家協会公演　第186回　
親子で楽しむ創作ダンス鑑賞
「踊る絵本～見て、聞いて、描いて、踊る！～」

15：０0開演　ティアラこうとう　小ホール
親子50組100名様をご招待

　こどもも、大人も、楽しめる絵本。その絵本
からダンスがあふれ出します！
　絵本をテーマにした創作ダンスを親子で楽
しめる作品に仕上げました。どうぞこの機会に
お子様とご一緒に絵本の素晴らしさを再発見
されてはいかがでしょうか？
出演：アキオキムラ、石和田尚子、カセイイノ
ウエ、花柳かしほ、ワカバ　ダンスグループ・
パレット、真島恵理バレエスタジオ・ダンスエ
マージ　ほか　舞台監督：真島恵理
申込み：往復ハガキに①住所②氏名③電話番号をご記入のうえ、お申
込みください。（申込み多数の場合は抽選。）
〒135-0002　江東区住吉2-28-36　ティアラこうとう「踊る絵本 TP」係
しめきり：4/20（水）消印有効

6/11 土

東京ブラスソサエティ 
第40回記念定期演奏会

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
100組200名様をご招待

　ブリティッシュ・スタ
イルの金管バンド「東京
ブラスソサエティ」の定
期演奏会が第40回を迎
えます。ブラスバンドを
愛するみなさまに感謝を
込めて、これまで演奏した中から皆さんに喜んでいただけた曲を選曲
しました。チケット一般発売に先がけて100組200名をご招待します。
指揮：山本武雄　
曲目：ショスタコーヴィッチ／祝典序曲作品96、エルガー／威風堂々
　第1番、ビゼー／カルメンファンタジー　ほか
申込み：往復ハガキに①住所②氏名③電話番号④希望人数（1枚に
つき2名まで、未就学児不可）⑤友の会会員番号をご記入の上、お申
込みください。（申込み多数の場合は抽選。）　〒135-0002　江東
区住吉2-28-36　ティアラこうとう「東京BS TP招待」係
しめきり：4/30（土）必着

ハガキに1.友の会会員番号、2.住所、3.氏名、4.ご希望の
グッズ、5.ティアラこうとうや江東区での公演に対するご意
見、ご感想をご記入の上、下記宛先までお送りください。

〒135-0002 
江東区住吉2-28-36　
ティアラこうとう ティアラ友の会事務局

①ファミリーコンサート
　（8/23公演）　
　ドリーミング　
　サイン入り色紙／3名

②独楽
　（9/6カメリア公演）　
　タオル／3名

〈しめきり〉4/30（土）必着　
〈当選発表〉グッズの発送をもって発表にかえさせていただきます。

2016年4月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号5月号は4月26日頃発送予定です。

66
歳以上対象チケット発売のご案内

江東区芸術提携団体

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
2016年度ティアラこうとう定期演奏会（全4公演）
会場：ティアラこうとう　大ホール　14：00開演　全席指定

会場：東京オペラシティコンサートホール　全席指定
オペラシティ定期演奏会

友の会　S席5,670円　A席4,770円　B席3,780円　C席2,880円
一　般　S席6,300円　A席5,300円　B席4,200円　C席3,200円
※プラチナ（60歳以上）　PS席4,800円　PA席4,000円
※江東区民は一般料金（S席～C席）各200円割引

スプリング

5/14（土） 第297回
14:00開演

6/9（木） 第298回
19:00開演

7/5（火） 第299回
19:00開演

シベリウス／交響曲第7番、マーラー／大地の歌
指揮：高関健　メゾ・ソプラノ：小山由美　
テノール：小原啓楼

チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲　ほか
指揮：イジ ・̶シュトルンツ　ヴァイオリン：三浦 文彰

ブルックナー／テ・デウム、交響曲第9番
指揮：飯守泰次郎　
合唱：東京シティ・フィル・コーア　ほか

5/28(土)　
第45回　
※発売中

7/16（土）　
第46回　
※発売中

2017/1/21（土）　
第47回　
※9/28新発売

2017/3/4（土）　
第48回　
※9/28新発売

モーツァルト／交響曲第 1番、ヴァイオリン協奏曲第 5番
「トルコ風」、交響曲第 41番「ジュピター」
指揮：高関健　ヴァイオリン：松田理奈

ショスタコーヴィチ／タヒチ・トロット(二人でお茶を）、
交響曲第 5番、チャイコフスキー／ピアノ協奏曲第 1番
指揮：高関健　ピアノ：仲道郁代

ワーグナー／歌劇「タンホイザー」序曲、ラフマニノフ／ピ
アノ協奏曲第 1番〈改訂版〉、ベートーヴェン／交響曲第 7番
指揮 : 飯守泰次郎　ピアノ：篠永紗也子

吉松隆／サイバーバード協奏曲、ブラームス／交響曲第 2番
指揮：藤岡幸夫　サクソフォン：須川展也　
ピアノ：小柳美奈子　パーカッション：山口多嘉子

年間シリーズ券（全4公演）　　　　　　
友の会・一般　S席10,640円　A席8,400円　B席6,800円
1公演券（発売日は下表参照）
友の会　S席3,330円　A席2,700円　B席2,070円
一般　　S席3,700円　A席3,000円　B席2,300円
※江東区民は一般料金（S席～B席）各200円割引　

① ②

古石場文化センター
大研修室会場

江東シネマプラザ第37期
「銀幕に華咲く女優たち」

全席自由　友の会・一般　2,000円（全6回分）
夜の部 18：00昼の部 14：00

江東シネマ倶楽部

4/23（土）～9/24（土）

　昭和の名画を楽しむ「江東シネマプラ
ザ」。江東シネマ倶楽部に入会いただくと４
～９月の上映会を予約なしでご鑑賞いただ
けます。今期はスクリーンを華やかに彩る
女優特集！どうぞお楽しみください。

　終戦とともに崩壊していく日本の華族階
級社会の中で、最後の舞踏会を催す伯爵の
安城家。招く側、招かれる側、様々な思惑が
渦巻く中で、やがて舞踏会の幕は明ける…。
「戦後初の日本映画の傑作！」と謳われ、その
後数々の名作を残す吉村公三郎監督×新藤
兼人脚本のコンビによる記念すべき初作品。

「乳母車」©日活

グリフィンに会いにきてね！グリフィンに会いにきてね！

新規会員募集

4/23（土）
5/28（土）
6/25（土）
7/23（土）
8/27（土）
9/24（土）

安城家の舞踏會
女の一生
乳母車※

結婚のすべて
潮騒※★

秋日和

吉村公三郎
野村芳太郎
田坂具隆
岡本喜八
森永健次郎
小津安二郎

原節子、逢初夢子、滝沢修
岩下志麻, 栗塚旭, 田村正和
芦川いづみ、石原裕次郎、新珠三千代
雪村いづみ、新珠三千代、上原謙
吉永小百合、浜田光夫、菅井一郎
原節子、司葉子、岡田茉莉子

上映日 作品名 監督 出演

※モーニング上映あり（１日３回上映）　★音声ガイド付上映会（モーニング、昼の部のみ）

全席自由　臨時会員券　友の会・一般　500円

4/23
（土）

監督：吉村公三郎　出演：原節子、逢初夢子、滝沢修

江東シネマプラザ4月
安城家の舞踏會（昭和22年/89分）

夜の部 18：00昼の部 14：00

「安城家の舞踏會」©1947松竹株式会社「安城家の舞踏會」©1947松竹株式会社
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新発売
日4/10

乳母車

　江東区芸術提携団体である東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団
の楽団員が、楽器の演奏方法をお教えします。ふだん練習していて自
信のないところ、「プロはどうやって練習しているのかな？」など、気軽に
聞きながら身に付ける絶好のチャンスです。またレッスンの見学も出来
ますので、合わせてご参加ください。

6/12 ㈰ 10:00～18:00

第20回 東京シティ・フィルによる
楽器の公開レッスン受講希望者と見学者募集

プロの演奏家に楽器演奏を習ってみませんか？

　これから楽器を始めてみたい方、まずは触ってみませんか？
対象者：小学４年生以上
受講料：大人 3,000 円、小・中学生 2,000 円
　　　　（最大3名までのグループレッスン／楽器レンタルを含む）
対象楽器： ヴァイオリン、チェロ、フルート、トランペット
　　　　　（楽器は会場でご用意します）

対象者：小学生以上の経験者から上級者まで
　　　　ピアノを除き楽器を持参できる方
受講料：大人 3,500 円、小・中学生 2,000 円　

対象者：アマチュアオーケストラで活躍中の方
　　　　4名までのパートレッスン（同じ楽器・曲目に限ります）
受講料：大人 3,000 円／ 1名、小・中学生 2,000 円／ 1名　

対象楽器： ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、フルート、
オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、ト
ロンボーン、ピアノ（個人レッスンのみ）

会場：ティアラこうとう　地下２階　練習室　ほか
講師：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　楽団員
申込み：所定の申込用紙にご記入の上、ティアラこうとう窓口までご提出い

ただくか、申込用紙を下記までFAX またはご郵送ください。
〒135-0002　江東区住吉 2-28-36
ティアラこうとう　楽器の公開レッスン係　
電話 03-3635-5500　FAX 03-3635-5547

しめきり：5/6（金） 21：00受付分まで有効（必着）

※応募者多数の場合は抽選となります。
※見学の申込みは、官製はがきに「公開レッスン見学希望」、郵便番号、住所、見学者
氏名、電話番号を記入の上、上記住所までお送りください。

経験者コース（公開レッスン）

はじめての楽器体験コース（60分）

【個人レッスン（45分）】

【パートレッスン（60分）】

5/15 日 13:45～15:30　ティアラこうとう　大ホール

　第28回江東こどもまつりが5/15（日）
に開催されます。
　ティアラこうとうで行われる観劇会は、
人形劇団プークによる「怪じゅうが町に
やってきた」を上演します。見かけは恐ろし
いけれど心やさしいグリフィンが繰り広げ
るファンタジー！絵本から飛びだしたような
世界観の舞台を、ぜひご家族でお楽しみく
ださい。
申込み：観劇券は4/15（金）から、区内各児童館・児童会館で発売。
　　　　※前売り券が残った場合のみ、ティアラこうとう劇場ロビーで5/15

（日）10:30から当日券を発売します。
問合せ：児童会館　電話3633-6911

第28回江東こどもまつり観劇会
「怪じゅうが町にやってきた」
第28回江東こどもまつり観劇会
「怪じゅうが町にやってきた」

全席自由　大人500円　こども（3歳～中学生）200円　
※2歳以下は無料。ただし席はありません。

出演：人形劇団プーク

　昨今、“椎名林檎”や“木村カエラ”のピアニストとしても広く注目されている元
PE'Zのヒイズミマサユ機の別名義ピアノトリオグループ“H ZETTRIO”。「笑って
踊れること」をテーマに打ち出したアルバム“Beautiful Flight”を引下げて江東に
初上陸。この日は、こどもの日ということもあり家族で愉快に楽しめる一日限りの
スペシャルメニューを用意。生楽器の音から編み出されるアンサンブルと自由度あ
ふれたそのステージを是非お見逃しなく！
※公演情報詳細は、3面をご覧ください。

　5/5（木・祝）ティアラこうとうで初公演を行う、「H ZETTRIO」より
メッセージが届きました。

　“こどもの日Special”ということで何か特別なイベントを考えてい
ます。クラシックホールならではの美しい響きを利用して大人も子ども
も“笑って踊れるジャズ”を家族みんなで本気で楽しめる。そんなス
テージにしようと思ってますので是非遊びに来てください。 
H ZETT M from H ZETTRIO(エイチ・ゼットリオ) 
公演紹介

「WONDERFUL FLIGHT TOUR 2016 ～Acoustic & Electric～」
こどもの日 Specialこどもの日 Special

5/5（木・祝）公演

H ZETTRIO
エイチ・ゼットリオ H ZETTRIOから

友の会の皆様へ
メッセージ


